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まえがき

最近の流体，熱，構造強度，電磁界などに関する解析や

システムの挙動シミュレーションなどの技術は目覚ましい

進歩を遂げている。これらの技術は機器・システムの開発

期間の短縮，コストダウン，性能向上，機能の差別化に不

可欠なものとなってきている。

一方，最近のコンピュータの性能向上により，大規模な

シミュレーションがパソコンでも可能となりつつある。ま

た解析パッケージの操作性も良くなり，結果の可視化技術

も向上してきた。

富士電機はこれまで，製品開発やシステム解析にシミュ

レーションを積極的に活用してきた
～

。本特集号では，最近

の富士電機におけるシミュレーションの事例を紹介する。

なお，本稿ではシミュレーション技術の動向と富士電機の

取組みについて述べる。

シミュレーション技術の動向

シミュレーション技術は学際的な基礎技術であり，多岐

の分野にわたって重要な役割を果たしている。日本シミュ

レーション学会の2000年度シミュレーション・テクノロ

ジ・コンファレンスでは，半導体，電力・電界・磁界，認

識・アルゴリズム，交通，計測・画像，移動通信網，計算

力学，教育・情報，生体・物理・化学，最適化・経営・管

理という 10セッションにて研究発表が行われた。これを

みても非常に幅広い分野にわたっていることが分かる。そ

れゆえ，ここでは構造解析や熱流れ解析などの技術計算と

も称される計算力学分野に絞って，その動向について述べ

る。

２.１ 技術計算の現状

技術計算は1950年代のボーイング社における構造設計へ

の有限要素法の利用を皮切りにして，1960・1970年代から

は主として原子力業界（当時の対象は建築，土木）におい

て，1980年代からは自動車，電機，化学，材料などの各業

界で，現在では材料破壊，乱流現象，バイオテクノロジー

へと，その応用範囲が広がっている。今や，計算力学を含

めた計算科学技術は，理論，実験に続く第三の科学技術手

段となりつつある。

製造業においては製品のライフサイクルが短くなって，

開発期間を短縮するために，これまで別々であった設計作

業と解析作業を連携させ，同時並行で進める方向にある。

自動車業界では，例えば衝突時の挙動解析などにスー

パーコンピュータを利用することで，衝突試験数を従来

（一車種あたり数百回）の半分以下に短縮できるようになっ

てきており，エアバッグや搭乗者モデルを含めた統合モデ

ルを用いた数百万自由度の高精度解析を行いつつある。

２.２ 技術計算の課題

現在の技術計算の課題は，①解析手順の容易化，②大衆

化，③大規模化，にあると考える。

これらを達成するためには解析のためのメッシュ分割の

自動化またはメッシュフリー化が不可欠である。また，解

析プラットホームのパソコン化とパソコンを並列につなぐ

ことによる並列計算化が必要である。

東京大学の矢川教授らはフリーメッシュによる有限要素

法解析に取り組んでおり，ユーザーがメッシュを意識しな

くても評価できるようになってきた。この方式はメッシュ

を意識しないで済むことのほかに，並列計算に向いている，

アダプティブ（収束度に応じて節点数を最適化）解析が容

易であるなどのメリットもある。

２.３ 並列計算

大衆化という面では現在の平均的なパソコン（800MHz，

1GFLOPS）は，20年前のスーパーコンピュータ（クレイ

No.1：100MHz，0.1GFLOPS）の10倍の能力，1/1,000の

価格で，価格性能比は 10,000 倍となっており，ほとんど

の解析がパソコンで可能となっている。

一方で，コンピュータの高性能化とともに，より高精度

な解析が要求され，計算規模は今後とも増大し続ける。現

状の一般的な計算規模は，有限要素法による三次元解析な
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どでは数十万節点（最先端技術ではすでに 1 億節点）程度

であるが，数百万節点は近いうちに普通に使われるように

なるであろうし，数千万節点もそれほど先のことではない。

日本学術振興会の設計用大規模計算力学システム（AD

VENTURE）プロジェクトでは数百から万オーダーのプロ

セッサで構成される超並列コンピュータ環境（計算速度は

30 ～ 100TFLOPS）を利用することで，2002年までに１

千万～１億自由度級メッシュの解析を目指している。原子

炉構造物のような複雑な解析対象を丸ごとモデル化して

いっぺんに解いてしまうようなことも夢ではなくなってき

ている。

このような大規模解析を可能とするためには，ハード

ウェア面だけでなく，記憶容量の節約と計算の高速化がソ

フトウェア（解析アルゴリズム）に要求される。これまで

の解析アルゴリズムは逐次処理を基本としており，計算の

高速化はコンピュータ自体の性能に大きくかかわっていた。

しかし，単一プロセッサによる演算速度のアップは 2 ～ 3

年で 2 倍程度であり，並列コンピュータが不可欠となって

いる。したがって，今まで逐次処理型コンピュータ上で開

発されてきた有限要素解析も並列処理に向いた手法の研究

が求められるようになってきており，領域分割法などがそ

の一例である。

２.４ 技術計算領域の拡大

技術計算の領域は，マクロからミクロな領域の計算に入

りつつあり，一方で，地球や宇宙といった超マクロな解析

や連成現象（構造解析と流体解析など）にも取り組みつつ

ある。対象とする領域も，社会，心理など，人との関係に

まで広がりつつある。

超マクロの例として，文部科学省が推進中の地球シミュ

レータ計画では，5,120台のプロセッサで 40TFLOPSの計

算速度，総主記憶量 10TBを持ち，地球全体だと 20 km

四方，日本だけなら 1 km 四方のメッシュで気象シミュ

レーションが可能となる。

富士電機の取組み

富士電機では1970年代に，汎用大型コンピュータによる

シミュレーションの利用が広がった。重電機器の電流や熱

収支などの設計計算に始まり，制御系解析，有限要素法に

よる構造解析，流体解析など，当時としては大規模計算を

主に自前のプログラムを開発して行ってきた。自社開発し

た汎用プログラムは改良を重ね，ワークステーション，パ

ソコンへの移植も進め，ライブラリ化してきた。

現在では，ほとんどすべての研究開発部門，設計部門に

おいて，何らかのシミュレーションや技術計算利用を行っ

ている。そのためのツールは自社開発だけでなく，市販汎

用パッケージが非常に多く利用されるようになってきた。

表１に富士電機における主な適用事例，図１に用途別に

利用されている主要なシミュレーションツールの例を示す。

以下では富士電機の注力している分野別に取組み状況を述

べる。

３.１ 環境分野

上下水道設備のシミュレーションをはじめとして，ごみ

焼却炉や道路トンネルの換気，水質汚濁，大気汚染拡散な

どのシミュレーションを数多く行っており，富士電機にお

けるシミュレーション技術の柱の一つである。設備の計

画・設計やそれらを制御するための制御システムの設計・

構築にシミュレーションをフルに活用している。シミュ

レータとして，設備の運転支援にも用いられるようになっ

てきた。

また，燃料電池などのクリーンエネルギー設備の設計・

運転制御や電動機のインバータ運転などによる省エネル

ギー効果の算定などにも有効にシミュレーションが利用さ

れてきた。最近の例として，燃料電池では，都市ガスと

LP（Liquefied Petroleum）ガスならびに廃棄物から発生

する消化ガスの燃料切換をスムーズに行うためのシミュ

レーションを行っている。これにより，もともとクリーン

な燃料電池をエネルギーの有効利用，災害時の対策にも役

立てることができる。

今後は環境影響評価や防災のためのシミュレーションな

ど，社会的な要請にこたえるシミュレーション技術の重要

性がさらに高まるものと考えられる。

３.２ 情報分野

富士電機では電力システムやプロセス制御システム，工

場の生産管理システムなどにおいて，シミュレーション技

術を運転・制御・管理システムに活用してきた。電力需要

予測やプラントのモデル化による最適化，制御系設計など

に数々の実績をあげてきた。

需要予測には自社開発のニューラルネットワークやカル

マンフィルタを用いたシステムを，電力や水道事業ユー

ザーに数多く納入している。制御系設計・シミュレーショ
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構造解析：MSC.Nastran�
　　　　　ADINA  NISA2

制御系設計・解析：SAPL＊�

　　　　MATLAB/SIMULINK

機構解析：ADAMS�
　　　　　MECHANICA

ニューラルネットワーク�
　　　　　　　　　：FLNET＊�
�

熱流れ解析：STAR-CD�
　　　　　　PHOENICS

統計解析：SPSS�
　　　　　S-PLUS

電磁界解析：FDEMT＊�
　　　　　　ANSYS

物流・離散系：WITNESS�
　　　　　　　METRO

電子回路：Verilog�
　　　　　SPICE

マーケティング分析：VMAS＊�
�

電力系統：EMTP�
　　　　　EMTDC

ビジネスプロセス：iGrafx�
　　　　　　　　　ARIS

管路網解析：FUJI-HYTRAN＊�
　　　　　　SAPL-W＊�

＊は富士電機が開発したツール。その他のツールは，それぞれの�
　所有者の商標の場合がある。�

コンピュータグラフィックス�
　　　　：Lightwave�
　　　　　3D Studio MAX�
�

図１　主要なシミュレーションツール
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ンには自社開発の SAPLのほか，MATLAB
〈注１〉

/SIMULINK
〈注２〉

が，電力系統のシミュレーションには EMTPが広く用い

られている。

最近では SCM（Supply Chain Management）における

需要予測，調達・生産・配送の最適化にシミュレーション

技術が活用されるようになってきた。前述のように，電力

や水道の需要予測には数多くの実績があり，この技術を

SCMにおける商品の需要予測にも展開している。輸配送

のシミュレーションには METRO，WITNESSなどを用

いて，設備ならびにルートの最適化に活用している。自動

販売機飲料の補充先とルートを最適化するシステムの開発

も行っている。

SCMや ERP（Enterprise Resource Planning）の導入

など，企業の生き残りをかけた事業改革にはビジネスプロ

セスをモデル化し，現状の姿とあるべき姿を描く必要があ

る。さらにそれを評価する指標を算出することが不可欠で

ある。このような目的のために，BPE（Business Process

Engineering）ツールの ARIS
〈注３〉

や iGrafx
〈注４〉

を活用している。

これらはビジネスプロセスをグラフィカルに表現して，

ABC（Activity Based Costing）分析やボトルネックプロ

セスの抽出などをシミュレーションすることができる。

商品の企画やマーケティングなどの企業の経営戦略にも

シミュレーションの果たす役割が大きくなっている。特に，

333（5）

富士時報 Vol.74 No.6 2001

表１　シミュレーション技術の適用事例�

分　野� 適用事例�

環　境�

情　報�

サービス�

コンポーネント�

発変電設備�

自動販売機その他�

パワーエレクトロニクス機器�

上下水道�

廃棄物�

クリーンエネルギー�

省エネルギー�

道路・環境�

鉄鋼・化学プラントなど�

組立加工システム�

電力システム�

物流・流通システム�

経営システム�

電　力�

プラント�

�

管網計算，ウォータハンマ解析，管網水質シミュレーション，水需要予測，�
水運用シミュレーション，下水流入量予測，下水処理シミュレーション　�

ごみ焼却炉シミュレーション�

燃料電池燃料切換シミュレーション�

ポンプ・送風機運転電力量シミュレーション�

トンネル換気シミュレーション，大気汚染拡散シミュレーション，水質汚濁シミュレーション�

プロセスシミュレーション，制御系解析�

生産ラインシミュレーション，生産スケジューリング�

電力系統シミュレーション，電力量予測�

需要予測，輸配送シミュレーション�

マーケティング分析，ABC 分析�

電力系統信頼度評価，事故部位判定�

プラント，回転機の故障予知・診断�

�冷却評価，熱応力解析，パワーデバイス組立工程シミュレーション，�
磁気ディスク媒体浮上シミュレーション�

半導体・電子部品�

電気器具�

電子機器�

機器筐体（きょうたい）�

火力プラント�

原子力プラント�

水力プラント�

発電機�

変電設備�

電動機�

鉄鋼圧延機�

クレーン�

電　車�

船　舶�

自動販売機�

生ビールディスペンサ�

冷凍ショーケース�

金銭処理機�

クリーンルーム�

計測機器�

電磁開閉器構造解析，磁界解析，機構解析，設計最適化�

�冷却評価，熱シミュレーション，回路シミュレーション，伝送線路シミュレーション，�
電波伝搬シミュレーション，電磁放射ノイズ解析�

樹脂成形シミュレーション，組立分解性評価�

冷却水系・蒸気系統の過渡解析，翼列流れ解析，タービンケーシング熱応力解析�

高温構造物の熱応力・強度解析，耐震解析・振動解析�

水車・導水路のサージ解析，流れ解析�

冷却系熱・流れ解析，電磁界解析�

変圧器電磁界解析�

振動抑制制御の制御系設計・解析�

棒鋼圧延シミュレーション�

クレーン振止めシミュレーション�

車両空転滑走シミュレーション�

砕氷船電気推進装置シミュレーション�

払出し機構解析，冷却ファンの騒音解析�

かくはん翼の流れ解析�

冷却シミュレーション�

貨幣搬送シミュレーション�

気流解析�

超音波トランスデューサ音圧分布解析�

〈注1〉MATLAB：米国The MathWorks, Inc.の登録商標

〈注2〉SIMULINK：米国The MathWorks, Inc.の登録商標

〈注3〉ARIS：IDS Prof. Scheer GmbH社の登録商標

〈注4〉iGrafx：Micrografx. Inc.の商標
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商品の売上げ情報が POS（Point Of Sales）システムでリ

アルタイムに得られるようになり，これを利用したマーケ

ティング分析システム VMASを開発している。このシス

テムにより，商品開発をシミュレーションすることができ

る。

今後は，人事や財務会計を含め，俊敏な経営の意思決定

にシミュレーションの活用が図られていくものと考えてい

る。

３.３ サービス分野

前記の環境，情報分野もサービス分野の一つであるが，

ここでのサービス分野とは，製品・システムの保守・保全

などの主にアフターサービス分野を対象とする。

こうした分野に現状ではシミュレーション技術の活用は

あまりなされていないが，AI，ファジィやニューラル

ネットワーク技術を応用したプラントや電力系統，回転機

などの故障診断，事故部位の判定などに実績がある。また，

電力供給自由化の進展に伴い，電力系統の信頼度評価など

新しい取組みも行っている。今後，設備故障の予知，事故

時の動作シミュレーション，サービスレベルの評価など，

シミュレーション技術の果たすべき役割が多くなってくる

ものと考えている。また，インターネットを通じて，リ

モートでこれらのサービスを提供できる仕組みの構築を

行っていく。

３.４ コンポーネント製品

ここでは，最終製品・システムに組み込まれる比較的小

型の製品を，具体的には半導体などの電子部品や電磁開閉

器などの電気・電子機器を対象とする。

この分野においては，小型化・高性能化のために，熱冷

却解析や構造解析のシミュレーションが設計時に不可欠と

なっている。電子回路や半導体デバイスのシミュレーショ

ン，電磁界解析や放射電磁波の影響，電波伝搬などそれぞ

れの製品の必要に応じてさまざまなシミュレーションが行

われており，製品開発に欠かせぬ技術となっている。

電子回路シミュレーションでは SPICE，Verilogなどの

専用ツールが主に利用されている。ディジタルとアナログ

の混在回路ではMATLABを併用してシミュレーションを

効率的に行っている。電磁開閉器の設計においては，電磁

界解析を繰り返し行って，最適な構造を設計している。

ハードディスクドライブ装置に内蔵される磁気ディスク

媒体においては小型化・高記録密度化により，媒体界面に

関する解析（記録ヘッドの浮上シミュレーション）や磁性

層薄膜の磁化シミュレーションが活用されている。

３.５ 発変電設備

火力，原子力，水力などの発電設備，変圧器，高圧遮断

器などの変電設備の計画・設計においては，構造解析，熱

流れ解析，電磁界解析などシミュレーション技術は不可欠

である。サイズが大きく複雑なため，大規模な三次元解析

が必要であり，富士電機の持つシミュレーション技術の大

きな柱の一つである。

構造解析には MSC. Nastran，熱流れ解析には STAR-

CDが主に用いられ，電磁界解析には FDEMTなど自社

開発ツールが主に用いられている。

火力発電所の冷却水系・蒸気系統の過渡解析や水車・導

水路のサージ解析には自社開発の管路系過渡現象解析ソフ

トウェア FUJI-HYTRANを用いている。

熱流れ解析や電磁界解析などの大規模な三次元解析では

計算処理に長時間かかるのがネックであり，高性能な技術

計算サーバを使用している。

３.６ パワーエレクトロニクス機器

電動力を応用したパワーエレクトロニクス機器の場合は

機械系，電気系，制御系が一体となったシミュレーション

が必要である。ねじり振動を伴う電動機や鉄鋼圧延，天井

走行クレーン，電車駆動装置，電気推進船，炭鉱巻上機な

ど，モデリング，制御系設計，シミュレーションを行って

いる。ツールはMATLAB/SIMULINKが主流である。

３.７ 自動販売機その他の機器

自動販売機においては，各部材の構造解析は当然として，

冷却ファンの流れ解析による騒音解析や商品払出し機構の

解析などを行っている。このほか，冷凍ショーケースの熱

流れ解析，金銭処理機の貨幣搬送シミュレーション，生

ビールディスペンサのかくはん翼の流れ解析，クリーン

ルームの気流解析など応用例は枚挙にいとまがない。

機構解析や組立分解性の評価など，運動を伴うシミュ

レーションには ADAMSや三次元 CGシミュレーション

が利用されている。

あとがき

富士電機は今後ともシミュレーション技術を個々の製品

開発にはもちろん，環境事業，情報事業，サービス事業，

コンポーネント事業に効果的に活用して顧客各位の期待に

こたえ，社会に貢献していく所存である。

また，並列計算技術や最適化技術，需要予測技術などシ

ミュレーション関連の基礎技術の開発とシミュレーション

結果の検証・精度向上にも力を注いでいきたい。関係各位

の温かいご指導をお願いする次第である。
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